
～現在募集中のボランティア情報～

分野 事業等の名称 担当課 事業（活動）の内容 活動時期・場所

福祉
新座市ファミリー・サポ

ート・センター事業

新座市児童センター

048-479-8822

子どもの保育施設への送迎と預かり及び帰宅

後の預かり、子供の習い事等の援助、保護者の

病気及び出産に伴う援助、産後育児サポート（沐

浴、授乳等）、リフレッシュ等

適宜実施

協力家庭宅

福祉 はな花くらぶ
新座市児童センター

048-479-8822

児童センターの庭やプランターに、子どもた

ちと一緒に苗を植えたり、手入れをする。

毎月１回水曜日午前中

児童センター

福祉 保育ボランティア
保健センター

048-481-2211

育児学級・保育付き講演会等における乳幼児

の保育

通年随時

保健センター、ふるさと

新座館等

福祉 新座市母子愛育会
保健センター

048-481-2211

「母と子のつどい」、「子育て講演会」等の開

催（子育て支援のためのイベントの開催）

通年随時

中央公民館、栗原ふれあ

いの家等

環境
新座市公園低木・生け垣

刈り込みサポーター

みどりと公園課

048-477-2987

低木及び生け垣の植栽及び剪(せん)定や清

掃、それによって生じたごみの収集及び処分等

通年

市内各公園

環境
新座市公園パートナー

「花の広場」

みどりと公園課

048-477-2987

公園の清掃、除草、草刈り及び花の植栽の作業や、

花壇に年間を通じて満遍なく花を咲かせるために必

要な花卉(き)及び種子類の購入、植付け及び育成等

通年

市内各公園

環境
新座市小規模公園管理サ

ポーター

みどりと公園課

048-477-2987

低木及び生け垣植栽の剪定及び灌水、公園内の清

掃、剪定や清掃等により生じたごみの収集及び処分

等

通年

市内各公園

生涯学習 こだま
中央図書館

048-481-1115

中央図書館や高齢者施設での『朗読会、対面

朗読、音訳』の実施

※初級朗読講座修了程度の方

中央図書館・高齢者施設

不定期

生涯学習 たんぽぽの会
中央図書館

048-481-1115

新座団地図書室での『おはなし会』の開催（読

み聞かせ）

新座団地図書室

第1・第3水曜日／午後3時

生涯学習 おはなしオルゴール
中央図書館

048-481-1115

福祉の里児童センターでの「ちいさなちいさ

なおはなし会」の開催（読み聞かせやパネルシ

アター等）

福祉の里児童センター

第1・第3木曜日午前11

時～11時 30分（小学校

がある日）

福祉 学校図書館ボランティア
教育支援課

048-477-7142
図書の整理や図書館内の清掃等

通年

市内小・中学校の図書室

教育 体験学習ボランティア
教育支援課

048-477-7142

市内各小学校のまつり応援団、農作業体験指

導等

通年

市内小学校

教育 読み聞かせボランティア
教育支援課

048-477-7142
本の読み聞かせ

通年

市内各小・中学校

福祉 福祉活動ボランティア
教育支援課

048-477-7142

資源回収、ベルマーク回収、高齢者との交流

等

通年

市内各小・中学校

福祉 クラブ活動支援ボランティア
教育支援課

048-477-7142

クラブ活動や部活動における外部指導者（ク

ラブ活動で囲碁・将棋などを指導）

通年

市内各小・中学校

国際 日本語学習支援員
教育相談センター

048-477-7204

来日して間もない児童生徒に、基本的な日本

語会話の支援

通年

市内小・中学校

新座市社会福祉協議会では、支援を必要とする高齢者や障がい者のちょっとした困りごとを地域のボラン

ティアさんがお手伝いする会員制の事業を実施しています。現在、利用者（利用会員）からの依頼が増えて

きており、ボランティア（協力会員）を募集しています。みなさんのパワーをボランティア活動に生かして

みませんか？

応募資格：市内にお住まいで市民同士の支え合いに賛同し、意欲のある20歳以上の方

謝 礼：１時間600円分のアトム通貨券（地域通貨）で謝礼

活動内容：庭の草取り、窓ふき、買物支援、病院付添い等、応相談可

問 合 せ：新座市社会福祉協議会 ＴＥＬ ０４８-４８０-５７０５

【問合せ・連絡先】
地域活動推進課（新座市役所本庁舎３階） 〒352-8623 新座市野火止1-1-1
TEL 048-477-1583（直通） URL http://www.city.niiza.lg.jp

今回は、にいざ食育推進リーダー『食いち』を取材しました。『食いち』は、平成２９年度新座市民総合大学の食育

推進学科修了生によるボランティアグループとして平成３０年２月に結成され、現在２７人の方がメンバーとなって

います。３歳児健診で紙芝居を通じた食育普及啓発や、新座産の野菜を使用したレシピの考案、食のイベント企

画・運営・協力活動など、三班に分かれて活動をしており、それぞれの班の方に活動内容を伺いました。

紙芝居班は、保健センター等で行われる３歳児健診において、朝ごはんや野菜を食べよう等、食育に関

する内容の紙芝居の読み聞かせやクイズを行っています。月２回ある健診での活動のため、参加メンバー

の日程を調整するのが大変ですが、紙芝居を真剣に聞く子どもたちの姿はとても可愛く、自分たちにとっても

癒しとなり、楽しく活動できているとのことでした。

野菜班は、新座の野菜を市民にもっとたくさん食べてもらうため、「四季ごとに採れる新座産の野菜を使っ

た簡単レシピ」の考案をしており、できたレシピはイベントでの配布のほか、保健センターや片山農産物直売

所で紹介しています。納得のいくレシピができるまで試行錯誤の繰り返しで、何度も試作するのは大変です

が、みんなで力を合わせて作ったレシピは好評で、「皆さんに喜ばれるようなおいしくて簡単なレシピをもっと

たくさん作っていきたい」と、強い意気込み話してくれました。

イベント班は、先日秋に行われた健康まつりにおいて、小学生以下の親子を対象としたお絵かきパンケー

キ体験を行いました。パンケーキを焼く際、先にフライパンに絵を描いてその上に生地を載せて焼いたので

すが、生地をひっくり返したときに写った絵を見た子どもたちの笑顔はとてもいきいきとしていたそうです。「親

子で簡単に楽しく作れる料理を考えるのは大変でしたが、体験後にレシピを渡したら、“おうちに帰ってもう一

回作りたい！”と言ってくれて、とても嬉しかったです」と笑顔で話してくれました。

そのほか、全体としての活動は、市役所や保健センター等で定例会や研修を年数回行っています。

今年度も新座市民総合大学食育推進学科の修了生の中から新たにメンバーとなっていただける方を『食

いち』の皆さんは心待ちにしていらっしゃいました。ご興味をお持ちの方は、保健センター（048-481-2211）へ

ご連絡ください。

発 行：地域活動推進課

発行日：平成３１年１月 第６１号

≪年２回発行／次号は平成３１年５月発行予定≫

にいざ食育推進リーダー『食いち』 を取材しました！
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市民ボランティア活動 取材レポート



シルバー人材センターは、高齢者の能力を活かした社会参加を目指し、活力ある地域社会づくりに貢献

しています。市内在住の健康で働く意欲のある、おおむね６０歳以上の方で、シルバー人材センター

の趣旨に賛同いただける方なら、どなたでも入会できます。

【対 象】

市内在住の６０歳以上の方

【問合せ】

（公社）新座市シルバー人材センターへ

TEL ０４８－４８１－４３０５

新座市シルバー人材センター

～ 地域で働く ～

バリアフリー映画上映会を開催しました。 ～ 立 教 大 学 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー よ り ～

私たち立教大学ボランティアセンターでは、毎年立教大学新座キャンパスでバリアフリー映画上映会を開催し

ています。

バリアフリー映画上映会とは、障がいの有無に関わらず、みんなで映画を楽しむことができるような環境を整

えたイベントです。映画を上映するに当たり、手話通訳・文字通訳・音声ガイド・日本語吹き替え・日本語字幕・

点字招待状やパンフレット・誘導案内などの様々なバリアフリー対応をしています。

立教大学の学生を中心に春から準備をはじめ、立教新座高校や近隣の十文字学園女子大学の学生など多くのボ

ランティアのご協力を得て毎年開催しており、平成３０年１２月９日（日）に開催した今回の上映で10年目を

迎えることができました。

今回上映した映画は『僕のワンダフルライフ』です。主人公の犬（名前：ベイリー）が、幼い頃に自分の命を

救ってくれた、当時の飼い主（イーサン）と再会するため、５０年の間に３回生まれ変わり、やっと再会を果た

すという、犬と人間の絆を描いた心温まるストーリーとなっています。

上映会が無事に成功し、学生たちは一生懸命に練習してきた結果が出たことに強い達成感を感じていました。

鑑賞したみなさんからは、「とても面白かった。特に、リアルタイムでの副音声は録音されたものより臨場感

があり良かった。」、「立教大学生の皆さまの丁寧な案内や応対に感心いたしました。また来年も楽しみにしてい

ます。」などの暖かい感想が寄せられています。

ご興味のある方は、来年ぜひご参加ください。みなさまのご参加をお待ちしています。

【問合せ】立教大学新座キャンパスボランティアセンター

TEL 048-471-6682

《入会説明会》 開催日時 場 所

1/20(日）
午前１０時

～正午

（途中入場は

不可）

新座市シルバー

人材センター

（堀ノ内 3－4－11）

2/4(月）

2/17(日）

3/4(月）

3/17(日）

新座市役所本庁舎３階にある「新座ふるさとハローワーク」では、タッチパネル式の求人検索機から、

埼玉県をはじめ全国の最新求人情報がどなたでも簡単に検索・閲覧できます。

【利用時間】 月曜日～金曜日 午前１０時～午後５時

【問 合 せ】 新座市ふるさとハローワーク ＴＥＬ ０４８-４７７-１８５９（直通）

新座市ふるさとハローワーク

多
く
の
方
が
参
加
し
て
い
ま
し
た

学
生
が
手
話
を
し
て
い
る
場
面

～ 地域の活動情報 ～ ～ ボランティア や 制度 のご紹介 ～

ラグビーワールドカップ２０１９や東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、東京２０

２０大会）を控え、訪日・在日外国人が増えていき、私たちと接する機会が増えると予想されることから、埼

玉県は「多文化共生」をコンセプトとした『埼玉県多文化共生ボランティア』の登録を開始しました。

当ボランティアに登録していただいた方には、外国人の方と関わりが持てるような、県内の様々なボランテ

ィア活動やイベント情報をメール配信します。また、県や県国際交流協会、当ボランティアを導入する県内自

治体から直接ボランティアの呼び掛けをさせていただくこともあります。

新座市は、東京２０２０大会の射撃会場であることや、ブラジル連邦共和国のホストタウンであることから、

市民のみなさまにも多文化共生に関心を持っていただくため、本市でも当ボランティアを導入しました。県内

で行われる様々なボランティア活動やイベントに参加してみませんか？

ご興味のある方は、市ホームページをご覧いただくか、地域活動推進課

（☎048-477-1583）までお問い合わせください。

☆多文化共生ってなに？☆

多文化共生とは、「国籍や文化、言葉が異なる人々が、その違いを認め合い、

対等な立場を築きながら共に生きていくこと」です。

埼玉県多文化共生ボランティアに登録しませんか？

新座市社会福祉協議会のボランティアセンターでは、ボランティアに関する相談やボランティア団体へ

の支援などのほか、福祉のこころを伝える福祉教育事業などを推進しています。

社会福祉協議会のボランティアコーナーでは、「ボランティア募集掲示板」を設けており、市民の皆さま

に自由に情報を閲覧できる場として活用していただいています。市内の事業所、団体様におきまして、募

集情報がございましたら情報提供にご協力ください。A４サイズ程度で形式、書式は自由ですが、施設名・

活動内容・持ち物等がわかるようにしてください。メール、FAX 等でお送りください。

【問合せ】 新座市社会福祉協議会ボランティアセンター ＴＥＬ ０４８-４８０-５７０５

ＦＡＸ ０４８-４８１-３４８８

新座市社会福祉協議会 ボランティアセンター

市ホームページ

ＱＲコード

～登録は新座市役所地域活動推進課で～

新座市市民公益活動補償制度は、ボランティアをはじめ公益的な市民活動を行っている方々に代わ

って市が保険料を負担することで市民活動中の事故を救済し、市民の皆さんが安心して活動に参加で

きるよう補償する制度です。（市民の皆さんが、保険料を支払う必要はありません。）

【登録方法】

地域活動推進課にある登録申請書に必要書類を添付して提出してください。（申請書は、市ホーム

ページ（http://www.city.niiza.lg.jp/site/volanteer/koekihosho.html)からもダウンロードできます。）

詳しくは、地域活動推進課 TEL０４８-４７７-１５８３（直通）までお問い合わせください。

市民公益活動補償制度

⑥・⑦

様々な知識や経験、優れた技術や技能を持ち、そ

れらをボランティア活動を通して地域に還元したいと

いう方（団体）に、指導者として登録を頂いています。

これから学習活動に取り組もうとする方（団体）に対

して、お手伝いできるボランティアの方（団体）を紹介

する制度です。

※利用に関しては基本的には無料ですが、教材費・

実費等をご負担いただく場合もあります。

【問合せ】 生涯学習スポーツ課

ＴＥＬ ０４８-４７７-１４９８（直通）

①依頼 ②打診 ③返答 ④紹介 ⑤直接交渉

⑥交渉結果報告 ⑦利用報告

生涯学習ボランティアバンク


